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   (百万円未満切捨て)

 
1. 20年3月期の連結業績（平成19年4月1日～平成20年3月31日） 
 (1) 連 結 経 営 成 績 (％表示は対前期増減率) 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年3月期 117,278 10.5 16,012 26.0 13,206 19.4 2,642 － 

19年3月期 106,161 1.7   12,711 △5.1 11,062 △3.2 △3,935 － 

 

 
１ 株 当 た り 
当 期 純 利 益 

潜在株式調整後
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

自 己 資 本
当期純利益 率

総 資 産 
経 常 利 益 率 

売 上 高
営 業 利 益 率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年3月期 6.87 － 5.7 7.1 13.7

19年3月期 △10.54 － △8.5 6.1 12.0
 
 (参考) 持分法投資損益    20年3月期     439百万円   19年3月期     251百万円 

 
 (2) 連 結 財 政 状 態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

20年3月期 177,407 46,813 26.4 121.65

19年3月期 193,175 45,692 23.5 118.28
 
 (参考) 自己資本    20年3月期   46,775百万円   19年3月期   45,444百万円 
 

 (3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

20年3月期 △2,203 △2,745 △8,788 28,373

19年3月期 6,253 △2,343 14,626 42,249

 
2. 配 当 の 状 況 

 １ 株 当 た り 配 当 金 

(基準日) 中間期末 期  末 年  間 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
(連結) 

純資産 
配当率 
(連結) 

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

 20年3月期 
 19年3月期 

 
－ 
－ 

－
－

0円00銭
0円00銭

－ 
－ 

－ 
－ 

－
－

 21年3月期 
(予想) 

－ － 0円00銭  － 

 

3. 21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率) 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 １株当たり当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結累計期間 62,000 2.3 600 △91.0 △900 － △900 － △2.34

通  期 118,000 0.6 7,300 △54.4 5,000 △62.1 2,700 2.2 7.02
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4. そ  の  他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無 
(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更          無 
② ①以外の変更                 無 

(3) 発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む）20年3月期 387,839,431株 19年3月期 384,360,431株 
② 期末自己株式数          20年3月期  3,345,349株 19年3月期   139,211株 
(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当

たり情報」をご覧ください。 
 
（参考）個別業績の概要 
 
1. 20年3月期の個別業績（平成19年4月1日～平成20年3月31日） 
 (1) 個 別 経 営 成 績 (％表示は対前期増減率) 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年3月期 88,708 7.7 13,514 25.2 11,407 21.5 352 －

19年3月期 82,334 4.6 10,797 △2.9 9,390 5.8 △5,116 －

 

 
１ 株 当 た り 
当 期 純 利 益 

潜 在 株 式 調 整 後
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

 円 銭 円 銭

20年3月期 0.91 －

19年3月期 △13.71 －

 
 (2) 個 別 財 政 状 態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

20年3月期 156,322 40,221 25.7 103.79

19年3月期 171,375 40,827 23.8 106.26
 
 (参考) 自己資本    20年3月期   40,221百万円   19年3月期   40,827百万円 

 

2. 21年3月期の個別業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
(％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率) 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 １株当たり当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期累計期間 36,000 △8.9 100 △97.9 △900 － △600 － △1.55 

通  期 86,000 △3.1 6,000 △55.6 3,700 △67.6 2,300 553.4 5.94 
 
 
 

※ 業績の予想につきましては、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測

が含まれております。世界経済・競合状況・為替の変動等にかかわるリスクや不確定要因により実

際の業績及び配当金が記載の予想数値と異なる可能性があります。 
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１ 経営成績 

(1) 経営成績 

① 当期の概況 

当期の世界経済は、米国ではサブプライム問題による住宅投資の大幅な減少、金融市場混乱の深刻化などの要因か

ら減速が進み停滞感の強い状況となりました。アジア経済は総じて順調に拡大しましたが、後半になり中国におい

ては過熱気味であった輸出と投資にやや陰りが出てきました。また、欧州では輸出、設備投資を中心に堅調に推移

しましたが、後半になり緩やかな鈍化をみせました。 

国内経済は、新興国向けを中心とした輸出が拡大する中、建築着工が減少するなど内需が低迷し、期後半には、サ

ブプライム問題の深刻化による株価下落・円高の進行や一次産品の高騰による企業収益の悪化などにより景気減速

が明確となり、企業を取り巻く環境は一段と厳しさを増してきました。 

このような状況下、当社グループは｢第３次中期経営計画｣の基本方針で示されたアクションプランに基づき事業

運営を推進いたしました。 

当期の業績は、無機化学事業において、酸化チタン事業はアジア向けの輸出が拡大したこと、機能材料・電子材

料事業は脱硝触媒用酸化チタンの販売が好調であったことなどから売上高が増加しましたが、エネルギーコストの

上昇や原材料・副原料価格の高騰等によるコストアップがあり減益となりました。一方、有機化学事業は、利益貢

献度の高い自社開発農薬の海外販売が好調に推移したことや主力販売地域である欧州の通貨が期中は強含みで推移

したことなどから、売上・利益ともに伸長いたしました。 

営業外損益は、金利上昇や前期末にシンジケートローンの借入れを実行したことによる支払利息の増加及び期末

にかけて円高が進行したことによる為替差損の発生などから悪化しました。 

特別損益は、投資有価証券売却益などの特別利益があったものの、フェロシルト回収損失引当金を追加計上した

ことなどから損失となりましたが、前期比では大幅に改善しました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は1,172億円（前期比111億円増）、営業利益は160億円（前期比33億円増）、

経常利益は132億円（前期比21億円増）、当期純利益は3期振りの黒字となる26億円（前期比65億円改善）といずれ

も前期を上回る実績となりました。フェロシルト問題につきましては、度重なる損失の追加により株主、取引先の

皆さまをはじめ関係者各位には大変ご心配をおかけしており誠に申し訳なく存じますが、今回87億円を追加で引き

当てたことにより、本問題も費用手当の面では漸く最終段階に達したものと判断しております。  

当期の概況は上記の通りでございますが、過去において多額の損失を計上したことにより、配当を見送らざるを

得ない状況にあり、誠に遺憾ながら無配とさせて頂きたく存じます。株主の皆さまには誠に申し訳なく、深くお詫

び申し上げますとともに、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

また、平成13年にヒューストンにおいて発生した環境問題に関連して、スイス本社のシンジェンタ社から費用の

一部負担の請求を受けていた問題については、昨年11月一定の費用分担について基本合意に達し、現在最終的な合

意文書の取り纏め作業を行っております。なお、当該費用についてはシンジェンタ社との環境免責に対応した米国

の環境保険を付保しており、保険填補の対象外の費用は既に計上済みであります。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次の通りです。 

（無機化学事業） 

酸化チタン事業は、アジアを中心に需給のタイト化による市況の回復が続く中、価格の改善に取り組みつつ積極

的な販売活動に努めました。この結果、当社グループの主力市場である中国を中心としたアジア地域への輸出が増

加したことや販売価格の改善等により売上が増加しました。機能材料・電子材料事業は、引き続き幅広い用途への

拡販に努め、脱硝触媒用酸化チタンの販売が増加したことなどから売上高が増加しました。両事業ともエネルギー

コストのアップや原材料価格の高騰などに伴う製造コストの上昇がコストダウン努力や販売価格の改善を上回った

ため利益は減少しました。 

この結果、当期の売上高は、その他化成品を含め594億円（前期比17億円増）、営業利益は27億円（前期比13億円

減）となりました。 
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（有機化学事業） 

農薬事業は、世界の農薬マーケットでの欧米コングロマリットによる業界再編と寡占化が進み、企業規模の格差

が益々拡大し、国内においても業界再編が進む厳しい事業環境にあります。このような状況のもとで、当社グルー

プは“第二次成長期”に取り組んでおり、自社開発剤を主体とした国際競争力のある既存剤と新規開発剤をグローバル

に展開し、他社との業務提携を含めた自主推進体制の強化を進めております。 

当期の農薬販売は、欧州において異常気象（長雨、低温）による殺菌剤の需要が旺盛であったことに加え、新規

自社開発殺虫剤の投入効果や欧州通貨が強含みで推移したことから大幅に売上が増加しました。米州においても除

草剤を中心に順調に推移し、アジア地域において販売減があったものの海外向け販売は全体として好調に推移しま

した。一方国内では、販売環境が厳しい中、他社開発剤の販売が減少したことなどから若干売上が減少しましたが、

国内外合計では売上・利益ともに大幅に増加しました。 

また、医薬事業は、受託製造しております医薬原末の販売が伸長しました。 

この結果、当期の売上高は、有機中間体も含め488億円（前期比56億円増）、営業利益は151億円（前期比44億円

増）となりました。 

 

（建設事業） 

建設事業は、工場新増設などの大型工事の受注を中心に大幅に売上高を伸ばしました。この結果、当期の売上高

は77億円（前期比38億円増）、営業利益は11億円（前期比2億円増）となりました。 

 

（その他の事業） 

その他の事業は、商社業が中心であり、当期の売上高は12億円（前期比1億円減）、営業利益は2億円（前期比1億

円減）となりました。 

 

② 次期の見通し 

次期の経済見通しにつきましては、世界経済は、アジアをはじめとした新興国においては鈍化しつつも景気の拡

大が続く一方、エネルギー価格や食料品価格の上昇によるインフレ過熱、サブプライム問題が実体経済に波及した

米国での景気後退、中国における投資抑制政策など多様なリスク要因を抱えており、全体として景気の拡大が減速

していく可能性が高いと思われます。国内経済においても足元で景気の調整色が強まっており、世界経済の減速に

よる輸出の落ちこみ、コストアップによる企業業績の悪化などが企業や個人のマインドに悪影響を及ぼすことで設

備投資や個人消費が低迷し、景気が後退する懸念があります。 

こうした中で、各事業を取り巻く事業環境は厳しさを増しておりますが、当社グループは、｢第3次中期経営計画｣

の最終年度として同計画の基本方針に基づきグローバル競争を勝ち抜く事業の総合力強化に引き続き注力してまい

ります。また、当社グループは5月14日に公表しました通り、「コンプライアンス総点検」を実施し、過去の経営風

土と決別した新生石原産業の構築に向け、今後二度と不祥事が発生しない抜本的な再発防止策を実施してまいりま

す。 

当社グループの次期見通しは、無機化学事業は高騰を続ける原材料価格、とりわけ需給の逼迫が深刻化しその確

保が困難になっている石炭価格の急激な上昇によるエネルギーコストアップを余儀なくされ、販売局面においても

円高の進行など厳しい事業環境が予想されますが、製品価格の是正、付加価値の高い製品へのシフトによる収益確

保を図ってまいります。有機化学事業においては、引続き自社開発剤を中心とした農薬販売の国内外での更なる拡

販とコスト削減に積極的に取組み、業容の拡大と収益基盤の強化を図ってまいります。また社会の要請に応えた環

境対策関連の設備投資、将来の成長に不可欠な研究開発投資を積極的に進めます。 

以上の通り、非常に厳しい事業環境や投資負担等により、次期の業績見通しにつきましては、売上高1,180億円

（当期比7億円増）、営業利益73億円（当期比87億円減）、経常利益50億円（当期比82億円減）、当期純利益27億円

（当期比ほぼ横這い）を予想しております。なお、この見通しの算出に際して前提としている主要通貨の為替レート

は、100円／米ドル、150円／ユーロと想定しております。 
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(2) 財政状態 

 ①資産・負債・純資産の状況 

当期末の総資産は、フェロシルト回収工事進捗に伴う支払いの増加により、投資有価証券の売却代金を含めて現

預金が大幅に減少したこと等から、1,774億円（前期末比157億円の減少）となりました。 

負債については、長期借入金の返済とフェロシルト回収損失引当金の減少等により、1,305億円（前期末比168億

円の減少）となりました。 

純資産については、利益剰余金の増加等により468億円（前期末比11億円増加）となりました。 

 

 ②キャッシュ・フローの状況 

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、22億円の支出（前期比84億円収入減）となりました。これは、税

金等調整前利益を計上したものの、フェロシルト回収の進捗に伴い支出が増加（引当金の減少）したことや、仕入

債務及びその他の債務が減少したことなどにより支出が増加したことによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、27億円の支出（前期比4億円支出増）となりました。これは、固定資産の

取得による支出と、投資有価証券の売却による収入が主な要因となっております。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、87億円の支出（前期比234億円収入減）となりました。これは、主に長期

借入金の返済などによるものです。 

この結果、現金及び現金同等物の当期末残高は283億円となり、前期末より138億円減少しました。 

 

 キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期

自己資本比率(%)      35.5          38.8      27.8      23.5      26.4

時価ベースの自己資本比率(%)      62.6          63.0          48.0          43.0          49.4

債務償還年数(年)       6.1           3.4           7.2          11.6          －

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

      6.9          12.3           7.8           4.9          －

（注）1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値より算出しております。 

2.各指標は以下の算式により計算しております。 

 ※自己資本比率：自己資本／総資産 

    ※時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

    （株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。） 

※債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー（当期は営業活動によるキャッシュ・フローがマイ

ナスのため記載しておりません。） 

※インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利払い（当期は営業活動によ

るキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。） 

 

(3) 会社の利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、企業価値を高めることにより株主に対する利益還元を図ることを経営の最重要政策の一つと位置付

けており、業績及び今後の見通しと経営基盤の強化及び将来の事業展開のための内部留保の充実を考慮しなが

ら、安定的かつ業績に応じた配当の実施を基本に考えております。しかしながら、過去において多額の損失を

計上したことにより、配当を見送らざるを得ない状況になっており、次期配当につきましても見送りとさせて

いただく予定です。当社といたしましては、全構成員が一丸となって、古い経営体質から決別しコンプライア

ンス絶対の強固な経営基盤を確立させるべく精一杯取り組み、一日も早く財務体質の回復と復配を果たせるよ

う努めてまいる所存です。 
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２ 企業集団の状況 

当社グループは、当社、子会社26社及び関連会社5社により構成されており、主な関係会社の位置付けと事業の種

類別セグメントとの関連は次のとおりであります。 

なお、事業の種類別セグメントにおいて、【その他の事業】に含めておりました建設業は、全セグメントの売上高

合計に対する売上高が比率が増加したため、当期より【建設事業】として区分しております。 

 

【無機化学事業】：酸化チタン・機能材料、電子材料、その他化成品 

酸化チタンは、当社とISK SINGAPORE PTE. LTD.及び富士チタン工業（株）で製造し、国内はもとより世界市場に

向けて直接・間接に販売しております。台湾石原産業（股）は当社の半製品を仕上製造し、同国内で販売しており

ます。 

高付加価値商品の機能材料は、当社及び富士チタン工業（株）が製造し、直接・間接に販売しております。 

電子材料は、富士チタン工業（株）が製造販売を行っております。 

 

【有機化学事業】：農薬（除草剤、殺虫剤、殺菌剤等）、有機中間体、医薬 

農薬は、当社が製造し、国内販売は石原バイオサイエンス(株)を通じて、海外販売は当社が直接・間接に販売し

ております。主な海外子会社の位置付けは次のとおりであります。 

・ ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.は欧州・中東及びアフリカ地域における当社農薬事業の統括及び農薬の製剤・販

売を行っております。 

・ISK BIOSCIENCES CORP.は米州における当社開発農薬の登録及び市場開発を中心に行っております。 

有機中間体は、当社が製造し直接販売を行っております。 

医薬については、自社剤の開発を進めるとともに、当社保有技術を活かした他社開発医薬品の原末の受託製造を

行っております。 

 

【建設事業】 

石原化工建設（株）が、当社グループの生産設備等の建設・修繕や外部受注によるプラントなどの建設を行って

おります。 

 

【その他の事業】：商社業等 

石原テクノ(株)が、当社の無機・有機化学製品の販売や原材料の調達などを行っております。 

 

 

 

 事業の系統図は次頁のとおりであります。 
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製品 　製品 製品

(無機化学) (有機化学)

販売会社 販売会社

◎ISHIHARA 製品 製品 ◎石原バイオサイエンス(株)

    CORPORATION U.S.A. ◎ISK BIOSCIENCES

○韓国石原産業(株)                  EUROPE S.A.

◎IBE FRANCE S.A.R.L.

製造・販売会社 ◎ISK BIOSCIENCES S.L.

◎ISK SINGAPORE PTE. LTD. 原料・製品 □BELCHIM CROP

◎台湾石原産業(股) 製品           PROTECTION S.A.

◎富士チタン工業(株) 原料 無 有 ○ISK BIOSCIENCES

○石原酸素(株) 製造委託                  KOREA LTD.

機 機 △AVC CHEMICAL CORP.

△浙江石原金牛化工有限公司

管理会社 化 化

○ISK AUSTRALIA PTY. LTD. 製造・販売会社

◎ISK MAGNETICS, INC. 学 学 ◎ISK BIOCIDES, INC.

事 事 業務委託 登録・開発会社

(建設業) ◎ISK BIOSCIENCES CORP.

建設会社
建設・修繕 業 業

◎石原化工建設(株) 管理会社

◎ISK AMERICAS

(その他)             INCORPORATED

商　社 製品・原料

◎石原テクノ(株)

資産管理会社

○新石原ビル(株)

○石原鉱産(株)
不動産等の管理委託

◎連結子会社　 　□持分法適用関連会社

○非連結子会社　△持分法非適用関連会社

(当　社)

石原産業(株)

得　　　　意　　　　先
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３ 経営方針 

（1）会社の経営の基本方針及び（2）目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略は、平成19年3月期決算短信

（平成19年5月18日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため、開示を省略します。 

 当該決算短信は次のURLからご覧頂くことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.iskweb.co.jp/cgi-bin/auto/ir/index.cgi 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

（3）会社の対処すべき課題 

当社は、フェロシルト問題、有機物残渣不法投棄問題、加えて5月14日に公表しました「コンプライアンス総

点検」の結果を受けた四日市工場環境諸問題への対応など、過去の問題に適切に対応し、毀損した社会やマーケ

ットからの信頼を回復することが、最大の課題であると考えており、そのためフェロシルトの早期回収、二度と

不祥事を起こさないための再発防止策の実行を徹底的に進めてまいります。 

 

当社は、酸化チタンの国際競争力強化策の一環として、硫酸法酸化チタン製造工程から発生する使用済み硫酸を

再生利用した土壌埋戻材フェロシルトを開発し、販売を行ってきましたが、埋設地から基準値を上回る重金属等が

検出されました。その原因究明の過程において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反したとして、愛知県、

岐阜県、京都府、岐阜市から同法に基づく措置命令（埋設されたフェロシルトの全量撤去）を受けました。当社は、

フェロシルトの早期回収に全力で取り組み、平成20年4月末現在で埋設地区43箇所の内、36箇所の回収を完了し、

残る7箇所についても鋭意調査及び回収工事を進めております。 

また、平成18年11月、同法違反により元取締役らが起訴され、同時に当社も同法の両罰規定の適用を受け起訴さ

れましたが、平成19年6月津地方裁判所において、当社は罰金50百万円に処すとの判決を受けました。当社はフェ

ロシルト問題を早期に解決するため、本判決の控訴をしないことといたしました。 

 

当社は、平成16年に当社四日市工場の有機中間体の合成過程で副生した有機物残渣を含む産業廃棄物を愛知県瀬

戸市に不法投棄していたことを公表し、このことに関し、平成19年11月、フェロシルト同様、愛知県から当該産業

廃棄物の全量撤去の措置を命ぜられ、回収工事を進めております。なお、この問題に関し、当社は、平成19年9月、

取締役など7名を社内処分し、不法投棄を主導した元取締役とこれに関与した業者2名を刑事告発し、当社も愛知県

から刑事告発されましたが、平成20年3月、いずれも不起訴処分となりました。 

この問題についての徹底した原因調査分析、確実な再発防止策、今後を見据えた社内体制の再構築、厳正な処分

を実施するため、社外の弁護士による第三者調査委員会を平成19年10月に設置し、同年12月に調査報告書を受領し

ました。その後、本報告書に則り、本事案以外のフェロシルト問題なども含めた社内処分について検討を進め、既

に実施した取締役など7名以外の取締役など5名及び従業員10名の処分を決定しました。 

 

また、上記問題の判明後も社会の環境意識の高揚にもかかわらず当社の認識と対応が遅れていたことを原因とし

た過去の事案に関する不祥事が相次いで判明したことから、当社はこのような状況からの抜本的な変革を決意し、

過去の不祥事、隠蔽体質から決別するため、今般、当社グル－プ全従業員を対象とした「コンプライアンス総点

検」を実施しました。その結果、四日市工場における届出の不備や虚偽申告など過去における不適切事項を確認し、

関係する行政当局に報告するとともに、5月14日に公表しました。 

｢コンプライアンス総点検」により確認しました過去の不適切事項の多くは、既に対応済み、もしくは行政当局

のご指導を得て諸対策に着手しておりますが、当社といたしましては、今回判明した事実を重く受け止め、地域住

民の皆さまの安全・安心を第一義とした対策の確立と確実な実行を行政当局のご指導の下、実施してまいる所存で

あります。また、過去の経営風土と決別した新生石原産業の構築に向け、今後二度とこのような問題が発生しない

抜本的な再発防止策を徹底してまいります。 
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当社は企業理念の原点に立ち返り、グループ一丸となって、高いレベルでの企業の社会的責任を全うするためコ

ンプライアンスを前提とした事業活動の徹底、ガバナンスの強化など企業の基本となる取り組みを確実に実践し

「コンプライアンス経営に徹する企業」に生まれ変わることで、社会からの信頼を取り戻すべく全力で取り組む所存

であります。フェロシルト問題並びにこれら過去の不祥事につきまして、株主の皆さま、取引先の皆さまをはじめ

関係各位には、ご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。 

  

（4）その他 

当社は、平成19年4月13日、当社元取締役に対し、大阪地方裁判所に取締役の責任追及にかかる損害賠償請求訴訟

を提起しました。これは当社四日市工場副工場長であった当該取締役については、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律違反並びに取締役としての善管注意義務違反があり、当社はその撤去・回収の費用負担を余儀なくされ多額の

損害を受けましたが、当面、当該取締役の取締役在任期間である平成15年6月27日から平成17年6月29日までの間の

行為で、平成18年11月27日付け同法違反の起訴事実に係る行為による会社の損害10億円につき賠償を求める訴訟を

提起したものであります。 
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４ 連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 
（単位：百万円） 

区分 
前連結会計年度 

(平成19年3月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年3月31日) 
比較増減 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 42,349  28,393  △13,956  

２ 受取手形及び売掛金 32,375  30,320  △2,055  

３ 棚卸資産 30,526  34,307  3,781  

４ 繰延税金資産 8,233  7,103  △1,130  

５ その他 2,801  3,377  576  

６ 貸倒引当金 △424  △437  △13  

流動資産合計 115,861  103,065  △12,796  

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 20,677  20,038  △639  

(2) 機械装置及び運搬具 23,309  23,497  188  

(3) 土地 6,430  6,411  △19  

(4) 建設仮勘定 2,980  3,711  731  

(5) その他 899  806  △93  

有形固定資産合計 54,298  54,465  167  

２ 無形固定資産    

(1) のれん 633  437  △196  

(2) その他 176  149  △27  

無形固定資産合計 810  587  △223  

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 7,942  4,764  △3,178  

(2) 長期貸付金 399  296  △103  

(3) 繰延税金資産 13,210  13,651  441  

(4) その他 754  645  △109  

(5) 貸倒引当金 △101  △69  32  

投資その他の資産合計 22,206  19,289  △2,917  

固定資産合計 77,314  74,341  △2,973  

資産合計 193,175  177,407  △15,768  
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区分 
前連結会計年度 

(平成19年3月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年3月31日) 
比較増減 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金 19,361  18,415  △946  

２ 短期借入金 28,528  29,240  712  

３ 一年以内に返済する 
長期借入金 

10,715  9,593  △1,122  

４ 未払法人税等 765  573  △192  

５ 未払費用 6,241  5,054  △1,187  

６ 賞与引当金 582  584  2  

７ 定期修繕引当金 61  176  115  

８ フェロシルト回収損失引当金 16,591  14,019  △2,572  

９ 環境安全整備引当金 －  180  180  

１０ その他 5,878  4,459  △1,419  

流動負債合計 88,727   82,298   △6,429   

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 33,043  24,709  △8,334  

２ 繰延税金負債 115  318  203  

３ 退職給付引当金 6,696  6,894  198  

４ 役員退職慰労引当金 371  90  △281  

５ フェロシルト回収損失引当金 15,266  12,990  △2,276  

６ 環境安全整備引当金 －  400  400  

７ その他 3,261  2,890  △371  

固定負債合計 58,755  48,294  △10,461  

負債合計 147,483  130,593  △16,890  

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金 42,028  42,028  －  

２ 資本剰余金 8,594  9,231  637  

３ 利益剰余金 △7,314  △4,672  2,642  

４ 自己株式 △32  △632  △600  

株主資本合計 43,275  45,955  2,680  

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価差額金 1,973  289  △1,684  

２ 繰延ヘッジ損益 3  －  △3  

３ 為替換算調整勘定 192  495  303  

４ 在外子会社年金債務調整額 －  35  35  

評価・換算差額等合計 2,168  820  △1,348  

Ⅲ 少数株主持分 248  38  △210  

純資産合計 45,692  46,813  1,121  

負債純資産合計 193,175  177,407  △15,768  
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(2) 連結損益計算書 
（単位：百万円） 

区分 
前連結会計年度 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
 (自 平成19年4月 1日 
至  平成20年3月31日) 

比較増減 

Ⅰ 売上高 106,161  117,278  11,117  

Ⅱ 売上原価  72,649  78,945  6,296  

売上総利益 33,511  38,333  4,822  

Ⅲ 販売費及び一般管理費 20,800  22,320  1,520  

営業利益 12,711  16,012  3,301  

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息 163  243  80  

２ 受取配当金 127  79  △48  

３ 持分法による投資利益 251  439  188  

４ 為替差益 274  －  △274  

５ その他 209  359  150  

   計 1,026  1,121  95  

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息 1,280  1,938  658  

２ 棚卸資産整理損 274  62  △212  

３ 退職給付費用 433  430  △3  

４ 為替差損 －  948  948  

５ その他 686  548  △138  

計 2,675  3,928  1,253  

経常利益 11,062  13,206  2,144  

Ⅵ 特別利益    

１ 前期損益修正益 0  54  54  

２ 投資有価証券売却益 2,197  1,336  △861  

３ 保険差益 －  826  826  

４ その他 282  38  △244  

     計 2,479  2,255  △224  

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産処分損 268  352  84  

２ 減損損失 1,006  30  △976  

３ 投資有価証券評価損 47  352  305  

  ４ フェロシルト回収損失 
    引当金繰入額 

18,907  8,739  △10,168  

５ 環境安全整備引当金繰入額 －  580  580  

  ６ その他 124  166  42  

     計 20,354  10,222  △10,132  

    税金等調整前当期純利益 
    又は 

税金等調整前当期純損失（△） 
△6,812  5,240  12,052  

法人税、住民税 
及び事業税 

971  866  △105  

       法人税等調整額 △3,899  1,726  5,625  

       少数株主利益 50  4  △46  

       当期純利益 
    又は当期純損失（△） 

△3,935  2,642  6,577  
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 (3) 連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

（単位：百万円） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日残高 42,028 8,594 △2,564 △2,829 45,229 

連結会計年度中の変動額      

 当期純利益   △3,935  △3,935 

 自己株式の取得    △26 △26 

 自己株式の処分  △0 △815 2,824 2,008 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)      

連結会計年度中の変動額合計 － △0 △4,750 2,797 △1,953 

平成19年3月31日残高 42,028 8,594 △7,314 △32 43,275 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年3月31日残高 3,188 － △1,061 2,126 324 47,679 

連結会計年度中の変動額       

 当期純利益      △3,935 

 自己株式の取得      △26 

 自己株式の処分      2,008 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) △1,214 3 1,253 42 △75 △33 

連結会計年度中の変動額合計 △1,214 3 1,253 42 △75 △1,987 

平成19年3月31日残高 1,973 3 192 2,168 248 45,692 
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当連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) 

（単位：百万円） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年3月31日残高 42,028 8,594 △7,314 △32 43,275 

連結会計年度中の変動額      

 当期純利益   2,642  2,642 

 自己株式の取得    △38 △38 

 自己株式の処分   △0 1 1 

 合併による変動  637  △563 73 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)      

連結会計年度中の変動額合計 － 637 2,642 △600 2,680 

平成20年3月31日残高 42,028 9,231 △4,672 △632 45,955 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

為替換算 
調整勘定 

在外子会社 
年金債務 
調整額 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成19年3月31日残高 1,973 3 192 － 2,168 248 45,692 

連結会計年度中の変動額        

 当期純利益       2,642 

 自己株式の取得       △38 

 自己株式の処分       1 

 合併による変動       73 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) △1,683 △3 303 35 △1,348 △210 △1,558 

連結会計年度中の変動額合計 △1,683 △3 303 35 △1,348 △210 1,121 

平成20年3月31日残高 289 － 495 35 820 38 46,813 

（注）評価・換算差額等の「在外子会社年金債務調整額」は、米国会計基準を適用している在外連結子会社におい

て計上されたものであります。 
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

区分 
前連結会計年度 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

比較増減 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益 
又は税金等調整前純損失(△) △6,812  5,240  12,052  

減価償却費及び償却費 5,469  5,023  △446  

減損損失 1,006  30  △976  

貸倒引当金の増減額(減少：△) △4  6  10  
役員退職慰労及び従業員退職給付引当金
の増減額（減少：△） 305  146  △159  

フェロシルト回収損失引当金の増減額 
（減少：△） 

2,225  △4,847  △7,072  

環境安全整備引当金の増減額 
（減少：△） －  580  580  

受取利息及び受取配当金 △291  △322  △31  

支払利息 1,280  1,938  658  

為替差損益（差益：△） △84  179  263  

持分法による投資損益（利益：△） △160  △338  △178  

固定資産処分損 161  116  △45  

投資有価証券売却・償還益 △2,197  △1,336  861  

投資有価証券等評価損 47  352  305  

売上債権の増減額（増加：△） 1,843  2,395  552  

棚卸資産の増減額（増加：△） △2,964  △3,480  △516  

その他流動資産の増減額（増加：△） 763  △302  △1,065  

仕入債務の増減額（減少：△） 3,734  △1,571  △5,305  

その他流動負債の増減額（減少：△） 3,586  △3,122  △6,708  

その他 0  △712  △712  

小計 7,910  △26  △7,936  

利息及び配当金の受取額 282  321  39  

利息の支払額 △1,265  △1,980  △715  

保険金収入 －  705  705  

法人税等の支払額 △673  △1,224  △551  

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,253  △2,203  △8,456  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 △100  △20  80  

定期預金の払戻による収入 20  100  80  
有価証券及び投資有価証券の取得による
支出 

△21  △792  △771  

有価証券及び投資有価証券の満期及び売
却による収入 3,796  2,730  △1,066  

固定資産の取得による支出 △5,644  △5,352  292  

固定資産の売却による収入 112  328  216  

貸付による支出 △450  △152  298  

貸付金の回収による収入 192  267  75  

少数株主からの株式取得支出 △250  －  250  

残余財産の分配収入 －  7  7  

有償減資による収入 －  138  138  

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,343  △2,745  △402  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額 111  711  600  

長期借入による収入 16,660  1,260  △15,400  

長期借入金の返済による支出 △4,125  △10,723  △6,598  

自己株式の売却による収入 2,005  －  △2,005  
単元未満自己株式の取得・売却による純
収支 △24  △36  △12  

財務活動によるキャッシュ・フロー 14,626  △8,788  △23,414  

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 308  △139  △447  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 18,844  △13,875  △32,719  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 23,404  42,249  18,845  

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 42,249  28,373  △13,876  
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(5) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社 14社 

ISK SINGAPORE PTE.LTD. 

ISK AMERICAS INCORPORATED 

ISK BIOCIDES, INC. 

ISK MAGNETICS, INC. 

ISK BIOSCIENCES CORP. 

ISHIHARA CORPORATION U.S.A. 

ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A. 

 

 

ISK BIOSCIENCES S.L. 

IBE FRANCE S.A.R.L.  

台湾石原産業(股) 

石原テクノ(株) 

石原化工建設(株) 

石原ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ(株) 

富士チタン工業（株） 

なお、当社の連結子会社であった石原不動産株式会社は平成19年5月1日をもって、石原物流サービス株式

会社は平成19年10月1日をもって当社と合併しております。 

 

非連結子会社 12社 非連結子会社はいずれも小規模会社であり、全体として

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりません。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

 

BELCHIM CROP PROTECTION S.A.に対する投資について、持

分法を適用しております。 

 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 

 

 

在外連結子会社の決算日は、すべて12月31日でありま

す。連結に際しては、当該財務諸表を使用し、連結決算日

との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っ

ております。 

 

４ 会計処理基準に関する事項 

重要な資産の評価基準及び評価方法 

 

 

(1)有価証券 

 

 

 

満期保有目的の債券･･･償却原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定しております。） 

時価のないもの：移動平均法による原価法 

 

(2)デリバティブ 時価法 

 

(3)棚卸資産 

 

総平均法による原価法 

なお、ISK SINGAPORE PTE.LTD.は移動平均法に基づく低

価法、その他の在外連結子会社は主として総平均法に基づ

く低価法 

 

固定資産の減価償却の方法 

 

有形固定資産    主として定額法 

無形固定資産    定額法 

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内に

おける利用可能期間（5年）に基づく定額法によっており

ます。 

 

５ 引当金の計上基準  

(1)貸倒引当金 

 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 
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(2)賞与引当金 

 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見

込額に基づき計上しております。 

 

(3)定期修繕引当金 

 

特定設備に係る定期修繕に要する支出に備えるため、その

支出見込額に基づき、当連結会計年度に負担すべき費用を計

上しております。 

 
 

(4)フェロシルト回収損失引当金 

 

フェロシルトの回収措置における今後の回収及び処分に要

する支出に備えるため、将来の支出見積額を計上しておりま

す。見積額については、その搬出に要する現地工事費、輸送

費及び処分費用等について、施工地域・搬出処分先別に算出

した額を計上しております。 

 

(5)退職給付引当金 

 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しており

ます。 

会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用

処理しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間

による定額法により費用処理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務

期間による定額法により、翌連結会計年度から費用処理して

おります。 

 

(6)役員退職慰労引当金 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は、平成19年6月28日開催の第84回定時株主総会におい

て役員退職慰労金制度を廃止し、打ち切り支給することを決

議いたしました。これにより、当連結会計年度において、

「役員退職慰労引当金」を全額取り崩し、打ち切り支給額の

未払分については、流動負債及び固定負債の「その他」に含

めて表示しております。 

国内子会社については、役員の退職慰労金の支出に備え

るため、会社内規に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

(7)環境安全整備引当金 

 

工場内における環境整備及び安全整備に係る費用の支出に

備えるため、その見積額を計上しております。 

（追加情報） 

四日市工場の環境、安全整備を行うための点検を行った結果、

同工場内の整備および不要資産の撤去をするため、当連結会計

年度において引当金を計上しております。これにより、税金等調

整前当期純利益は580百万円減少しております。 

 

６ 外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、

在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及

び少数株主持分に含めております。 

 

７ リース取引の処理の方法 

 

当社及び国内連結子会社は、リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっており、在外連結子会社については、通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。 
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８ ヘッジ会計の方法  

ヘッジ会計の方法 主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当

処理の要件を満たしている為替予約は振当処理に、特例処理

の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によ

っております。 

 

ヘッジ手段とヘッジ対象 当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッ

ジ対象は以下のとおりであります。 

ヘッジ手段：為替予約、金利スワップ 

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引、 

借入金利息 

ヘッジ方針 当社グループの内部規定である「デリバティブ取引管理規

定」に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジ

しております。 

ヘッジの有効性評価方法 

 

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計

と、ヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累

計を比較する方法によっております。ただし、特例処理によ

っている金利スワップについては有効性の評価を省略してお

ります。 

 

９ 消費税等の会計処理の方法 税抜方式によっております。 

 

１０ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事  

   項 
連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評

価法を採用しております。 

 

１１ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

 

連結会社の所在地国の会計慣行に従って 5 年から 20 年の間

で均等償却しております。ただし、金額僅少な場合は、発生

年度に全額償却しております。 

 

１２ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の

範囲 

 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現

金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短

期投資を含めております。 
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(6) 連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年3月31日) 

有形固定資産減価償却累計額      129,028百万円 

なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれ

ております。 

有形固定資産減価償却累計額      132,012百万円 

 なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれ

ております。 

 

担保に供している資産 

    短期借入金14,158百万円、一年以内に返済する長期

借入金4,405百万円、長期借入金8,319百万円、その他

固定負債35百万円については、次の担保を供しており

ます。 

建物及び構築物 15,669百万円

機械装置及び運搬具 20,636 

土地 4,441 

その他の有形固定資産 421 

 

なお、上記のうち財団抵当に供している有形固定

資産の合計額は27,770百万円であり、その種類は全

てに亘っております。 

上記のほか現金及び預金80百万円が質権設定され

ております。 

また、ISK SINGAPORE PTE. LTD.は、一部の有形固

定資産を除く全資産担保契約を行っており、当連結

会計年度末の担保資産合計額は9,119百万円でありま

す。 

 

 

担保に供している資産 

    短期借入金13,040百万円、一年以内に返済する長期

借入金2,329百万円、長期借入金7,660百万円について

は、次の担保を供しております。 

 

建物及び構築物 14,981百万円

機械装置及び運搬具 18,891 

土地 1,888 

その他の有形固定資産 319 

 

なお、上記のうち財団抵当に供している有形固定

資産の合計額は28,032百万円であり、その種類は全

てに亘っております。 

上記のほか、現金及び預金80百万円が質権設定さ

れており、有価証券74百万円を非連結子会社の金融

機関等からの借入の担保に供しております。 

また、金融機関からの借入に対する担保及び保証に

対する担保として有価証券702百万円、建物及び構築

物797百万円、土地561百万円、その他の有形固定資産

1百万円を供しておりますが、当連結会計年度末現在

対応する債務はありません。 

 

非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりで 

あります。 

投資有価証券(株式) 1,812百万円
 

非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりで 

あります。 

投資有価証券(株式) 2,023百万円
 

保証債務 

    連結会社以外の会社の金融機関などからの借入債務

等に対し、保証を行っております。 

石原鉱産㈱ 98百万円

石原酸素㈱ 100 

計 198百万円

 
 

保証債務 

  連結会社以外の会社の金融機関などからの借入債務

等に対し、保証を行っております。 

石原鉱産㈱ 85百万円

石原酸素㈱ 100 

計 185百万円

 
 

受取手形割引高 931百万円 

裏書手形 143百万円 
 

受取手形割引高 219百万円 

裏書手形 10百万円 

  
 

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。 

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれてお

ります。 

受取手形 387百万円 

支払手形 370百万円 
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(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成18年4月1日 
 至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日) 

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の 
とおりであります。 

輸送費 1,695百万円
拡販費 3,702 
給与賞与等 3,915 
賞与引当金繰入額 159 
退職給付費用 282 
役員退職慰労引当金繰入額 110 
試験研究費 4,798 
支払委託費 1,102 
減価償却費 434 
貸倒引当金繰入額 38 

（注）試験研究費には賞与引当金繰入額91百万円、退職 
給付費用131百万円が含まれております。 

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の 
とおりであります。 

輸送費 2,309百万円
拡販費 3,929 
給与賞与等 3,925 
賞与引当金繰入額 193 
退職給付費用 247 
役員退職慰労引当金繰入額 50 
試験研究費 4,921 
支払委託費 1,423 
減価償却費 609 
貸倒引当金繰入額 66 

（注）試験研究費には賞与引当金繰入額99百万円、退職 
給付費用136百万円が含まれております。 

減損損失 

当社及び連結子会社は、以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 減損損失 

四日市工場 

（三重県四日
市市） 

遊休資産 
構築物及び
機械装置等 1,006 百万円

 
減損損失の内訳は、建物及び構築物 65百万円、機

械装置及び運搬具 424百万円、その他 0百万円及び
撤去費用515百万円であります。 

 

（経緯及びグルーピングの方法） 

当社及び連結子会社は、減損損失の算定に当た

り、事業及び製造工程の関連性により資産のグルー

ピングを行っておりますが、賃貸不動産や将来の使

用が廃止された遊休資産など、独立したキャッシ

ュ・フローを生み出すと認められるものは個別の資

産グループとしています。また、本社、研究開発施

設及び厚生施設等、特定の事業との関連が明確でな

い資産については、共用資産としています。 

当社は、平成17年6月に完工させた石炭ボイラーの

稼動によりエネルギーコストの削減を実現し、平成

18年10月度にて同設備の定期修繕を終えるなど安定

操業に至る一連の技術的諸元を確立したことから、

予備機として稼動休止中の重油ボイラー設備等の使

用を廃止することを決定しましたので、遊休資産と

して認識し、正味売却価額により回収可能価額を測

定し減損損失を特別損失に計上しております。 

 

 
 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総

額は6,398百万円であります。 

 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総

額は6,456百万円であります。 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

 

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 384,360         ―         ― 384,360 
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 12,078 157 12,096 139 
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加        157千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株主からの売渡請求による処分     13千株 

 当社保有株式売却             12,000千株 

 連結子会社保有株式売却            83千株 
 

３ 新株予約権等に関する事項 
該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 384,360       3,479         ―      387,839 
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 石原不動産㈱との合併の際、同社株主に対し新株を発行したことによる増加 3,479千株 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株)  139 3,212          6 3,345 
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 石原不動産㈱との合併時に連結子会社に新株を交付したことによる増加 3,035千株 

 単元未満株式の買取りによる増加        177千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株主からの売渡請求による処分      6千株 

 
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

(平成19年3月31日現在) 

現金及び預金勘定 42,349百万円

預入期間が３か月 

を超える定期預金 
△100 

現金及び現金同等物 42,249百万円
 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

(平成20年3月31日現在) 

現金及び預金勘定 28,393百万円

預入期間が３か月 

を超える定期預金 
△20 

現金及び現金同等物 28,373百万円
 

持分法による投資利益は、配当金受取額を控除して記

載しております。 

 

持分法による投資利益は、配当金受取額を控除して記

載しております。 
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(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)        （単位：百万円） 

 
無機化学 
事業 

有機化学 
事業 

その他 
の事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

57,641 43,196 5,323 106,161 ― 106,161 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― 12,058 12,058 (12,058) ― 

計 57,641 43,196 17,382 118,219 (12,058) 106,161 

営業費用 53,542 32,529 16,014 102,086 (8,636) 93,449 

営業利益 4,098 10,666 1,367 16,133 (3,421) 12,711 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損
損失及び資本的支出 

      

資産 69,543 40,575 13,151 123,270 69,905 193,175 

減価償却費 4,124 793 87 5,004 217 5,222 

減損損失 932 73 ― 1,006 ― 1,006 

資本的支出 5,359 761 254 6,375 (416) 5,958 

 

当連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)        （単位：百万円） 

 
無機化学 
事業 

有機化学 
事業 

建設事業 
その他 
の事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

売上高        

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

59,410 48,892 7,763 1,211 117,278 ― 117,278 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― 5,276 3,206 8,482 (8,482) ― 

計 59,410 48,892 13,039 4,418 125,760 (8,482) 117,278 

営業費用 56,706 33,769 11,897 4,201 106,573 (5,308) 101,265 

営業利益 2,703 15,123 1,142 216 19,187 (3,174) 16,012 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出 

       

資産 73,520 43,386 7,847 3,694 128,448 48,958 177,407 

減価償却費 3,815 689 70 35 4,609 165 4,775 

資本的支出 4,341 1,210 150 31 5,733 (283) 5,450 

(注) １ 事業区分は、製品の種類、製造方法及び市場等の類似性を勘案して決定しており、各事業区分に属する

主要な製品又は事業内容は、次の通りであります。 

  (1) 無機化学事業……酸化チタン・機能材料、電子材料、その他化成品 

(2) 有機化学事業……農薬（除草剤、殺虫剤、殺菌剤等）、有機中間体、医薬 

(3) 建設事業…………建設業 

(4) その他の事業……商社業等 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度3,162百万円、

当連結会計年度3,121百万円であり、その主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度70,979百万円、当連結会

計年度52,953百万円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資

資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。  
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４ 事業区分の変更 

  従来、建設業は、その他の事業に含めておりましたが、当該事業区分の売上割合が増加したため、当連

結会計年度より「建設事業」として区分表示することに変更しました。この結果、前連結会計年度と同

様の区分によった場合に比し、その他の事業の外部顧客に対する売上高は、3,933百万円減少、セグメン

ト間の内部売上高は、6,840百万円減少し、営業利益は、935百万円減少しており、建設事業については、

それぞれ同額増加しております。なお、前連結会計年度において当連結会計年度の事業区分によった場

合の事業の種類別セグメント情報は、次のとおりであります。 

 

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)        （単位：百万円） 

 
無機化学 
事業 

有機化学 
事業 

建設事業 
その他 
の事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

売上高        

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

57,641 43,196 3,933 1,390 106,161 ― 106,161 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― 6,840 5,230 12,071 (12,071) ― 

計 57,641 43,196 10,774 6,620 118,232 (12,071) 106,161 

営業費用 53,542 32,529 9,838 6,243 102,154 (8,704) 93,449 

営業利益 4,098 10,666 935 377 16,078 (3,366) 12,711 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損
損失及び資本的支出 

       

資産 69,543 40,575 9,381 6,231 125,732 67,443 193,175 

減価償却費 4,124 793 45 41 5,004 217 5,222 

減損損失 932 73 ― ― 1,006 ― 1,006 

資本的支出 5,359 761 233 20 6,375 (416) 5,958 
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２ 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)        （単位：百万円） 

 日本 アジア 米州 欧州 計 
消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

売上高        

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

70,025 10,043 5,173 20,918 106,161 ― 106,161 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

27,850 5,126 27 96 33,101 (33,101) ― 

計 97,876 15,170 5,201 21,015 139,262 (33,101) 106,161 

営業費用 82,548 14,921 5,356 20,559 123,386 (29,936) 93,449 

営業利益又は営業損失
(△) 

15,327 248 △155 455 15,876 (3,165) 12,711 

Ⅱ 資産 119,336 20,823 3,651 11,422 155,235 37,940 193,175 

 

当連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)        （単位：百万円） 

 日本 アジア 米州 欧州 計 
消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

売上高        

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

75,575 10,679 4,293 26,729 117,278 ― 117,278 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

32,685 5,212 28 150 38,076 (38,076) ― 

計 108,261 15,891 4,321 26,880 155,354 (38,076) 117,278 

営業費用 90,463 15,491 4,496 26,511 136,962 (35,696) 101,265 

営業利益又は営業損失 
(△) 

17,797 400 △174 369 18,392 (2,379) 16,012 

Ⅱ 資産 117,281 20,183 3,779 14,488 155,732 21,674 177,407 

(注) １ 国又は地域区分は、地理的近接度及び事業活動との相互関連性を勘案して決定しており、本邦以外の各

区分に属する主要な国又は地域は、次の通りであります。 

(1) アジア：シンガポール、台湾 

(2) 米州 ：米国 

(3) 欧州 ：ベルギー、フランス、スペイン  

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度3,162百万

円、当連結会計年度3,121百万円であり、その主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用でありま

す。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度70,979百万円、当連結会

計年度52,953百万円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資

資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 
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３ 海外売上高 

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

（単位：百万円） 

 アジア 米州 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高 26,026 9,634 23,552 571 59,784 

Ⅱ 連結売上高     106,161 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

24.5 9.1 22.2 0.5 56.3 

 

当連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) 

（単位：百万円） 

 アジア 米州 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高 26,994 10,243 28,684 516 66,438 

Ⅱ 連結売上高     117,278 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

23.0 8.7 24.5 0.5 56.7 

(注) １ 国又は地域区分は、地理的近接度及び事業活動との相互関連性を勘案して決定しており、各区分に属す

る主要な国又は地域は、次の通りであります。 

(1) アジア ：中国、台湾、韓国、タイ、インドネシア、シンガポール 

(2) 米州  ：米国、カナダ、ブラジル、アルゼンチン、メキシコ 

(3) 欧州  ：ドイツ、オランダ、フランス、英国、ベルギー、イタリア、東欧及び中東地域 

(4) その他 ：オーストラリア、ニュージーランド、アフリカ 

２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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(関連当事者との取引) 

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

 親会社及び法人主要株主等 

 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金 

(百万円) 

事業の 
内容 

 

議決権等の 
被所有割合 

(％) 
役員の 
兼任等 
（人） 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高 
(百万円) 

主要株主 
三井物産
株式会社 

東京都 
千代田区 

323,212 総合商社 
被所有 
直接14.4 

転籍１ 

製品の販
売及び原
材料の購
入 

製品の販売 10,099 
受取手形 
及び売掛金 

2,128 

        
原材料の購
入 

6,610 
支払手形 
及び買掛金 

3,682 

(注) １ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

製品の販売及び原材料の購入については、市場価格に基づき決定しております。 

２ 取引金額については消費税等は含まれておりませんが、期末残高については消費税等を含んで

おります。 

 

当連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) 

 親会社及び法人主要株主等 

 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金 

(百万円) 
事業の 
内容 

議決権等の
被所有割合 

(％) 
役員の 
兼任等 
（人） 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高 
(百万円) 

主要株主 
三井物産
株式会社 

東京都 
千代田区 

337,543 総合商社 
被所有 
直接14.4 

転籍１ 

製品の販
売及び原
材料の購
入 

製品の販売 10,564 
受取手形 
及び売掛金 

2,799 

        
原材料の購
入 

6,575 
支払手形 
及び買掛金 

3,488 

(注) １ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

製品の販売及び原材料の購入については、市場価格に基づき決定しております。 

２ 取引金額については消費税等は含まれておりませんが、期末残高については消費税等を含んで

おります。 
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(税効果会計関係) 

 

  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 

  前連結会計年度   当連結会計年度 

  （平成19年3月31日）   （平成20年3月31日） 

（繰延税金資産）      

繰越欠損金  12,621百万円   12,820百万円

退職給付引当金  2,665   2,680 

未実現利益  1,092   877 

投資有価証券評価損  2   100 

未払費用等  827   708 

棚卸資産評価損  138   154 

賞与引当金  234   231 

固定資産評価損  131   114 

フェロシルト回収損失引当金  12,774   10,830 

その他  2,129   2,304 

繰延税金資産小計  32,619   30,822 

評価性引当額  △9,625   △9,410 

繰延税金資産合計  22,994   21,411 

（繰延税金負債）      

固定資産  △206   △20 

その他有価証券評価差額金  △994   △176 

その他  △474   △779 

繰延税金負債合計  △1,674   △976 

繰延税金資産の純額  21,319   20,435 

      
 
（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

  前連結会計年度  当連結会計年度 

  （平成19年3月31日）  （平成20年3月31日） 

流動資産-繰延税金資産  8,233百万円  7,103百万円

固定資産-繰延税金資産  13,210  13,651 

流動負債-その他  △7  △1 

固定負債-繰延税金負債  △115  △318 
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(企業結合等関係) 

 

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日） 

 

    （共通支配下の取引等） 

１. 当社は、平成19年3月7日開催の取締役会において連結子会社である石原不動産株式会社との合

併を決議し、同日合併契約を締結いたしました。当社は会社法第796条第3項に基づく簡易合併の

手続きにより、また、石原不動産株式会社は、平成19年3月23日開催の臨時株主総会において合

併契約の承認を受け、平成19年5月1日に合併いたしました。 

 

（1）結合当事企業の名称 

石原不動産株式会社 

（2）事業内容 

 不動産業 

（3）企業結合の法的形式 

 石原産業株式会社を存続会社とする吸収合併方式 

（4）結合後企業の名称 

 石原産業株式会社 

（5）取引の概要 

石原不動産株式会社の不動産業務と保有資産を当社へ集約することにより、重複業務に

かかる間接経費の削減とグループ保有資産の効率的な運用を図るため、平成19年5月1日付

で合併いたしました。なお、合併により石原不動産株式会社は解散しております。 

（6）実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終

改正 平成18年12月22日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 

（7）合併比率 

 石原不動産株式会社の株式1株に対し、当社の株式3.55株を割り当てる。 

（8）石原不動産株式会社の要約貸借対照表 

（平成19年4月30日現在）  

区分 金額（百万円） 区分 金額（百万円） 

流動資産 80 流動負債 1,916 

固定資産 3,754 固定負債 536 

  負債合計 2,452 

  純資産合計 1,382 

資産合計 3,835 負債・純資産合計 3,835 

 

 

 



ファイル名：P28-P30_連結税効果関係.doc 最終印刷日時：5/14/2008 6:25:00 PM 
 

― 30 ― 

石原産業㈱(4028) 平成20年3月期決算短信 

２. 当社は、平成19年6月8日開催の取締役会において連結子会社である石原物流サービス株式会社

との合併を決議し、平成19年8月10日合併契約を締結いたしました。当社は会社法第796条第3項

に基づく簡易合併の手続きにより、また、石原物流サービス株式会社は同法第784条第1項（略式

合併）の定めにより、平成19年10月1日に合併いたしました。 

 

（1）結合当事企業の名称 

石原物流サービス株式会社 

（2）事業内容 

運輸業 

（3）企業結合の法的形式 

石原産業株式会社を存続会社とする吸収合併方式 

（4）結合後企業の名称 

石原産業株式会社 

（5）取引の概要 

当社は四日市工場における原料受け入れから、製品の包装、出荷に至る全般的な物流業

務を一元化の上、責任体制を明確化し、より一層の物流業務の効率化を図るため石原物流

サービス株式会社と合併しました。 

なお、合併により石原物流サービス株式会社は解散しております。 

 当社は石原物流サービス株式会社の発行済株式の全株式を所有しているために、合併に

よる新株式の発行及び資本金の増加はありません。 

（6）実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終

改正 平成18年12月22日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 

 

（7）石原物流サービス株式会社の要約貸借対照表 

（平成19年9月30日現在）  

区分 金額（百万円） 区分 金額（百万円） 

流動資産 674 流動負債 456 

固定資産 15 固定負債 12 

  負債合計 469 

  純資産合計 221 

資産合計 690 負債・純資産合計 690 

 



ファイル名：P31-P34_連結有価証券関係.doc 最終印刷日時：5/14/2008 6:26:00 PM 
 

― 31 ― 

石原産業㈱(4028) 平成20年3月期決算短信 

(有価証券関係) 

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 
 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成19年3月31日) 
 

区分 種類 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

時価が連結貸借対照表計
上額を超えないもの 

(1) 国債・地方債等 10 9 △0 

 (2) 社債 ― ― ― 

 (3) その他 ― ― ― 

合計 10 9 △0 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成19年3月31日) 
 

区分 種類 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

(1) 株式 2,133 5,134 3,001 

 (2) 債券    

  ① 国債・地方債等 ― ― ― 

  ② 社債 ― ― ― 

  ③ その他 ― ― ― 

 (3) その他 ― ― ― 

 小計 2,133 5,134 3,001 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

(1) 株式 32 30 △1 

 (2) 債券    

  ① 国債・地方債等 ― ― ― 

  ② 社債 ― ― ― 

  ③ その他 ― ― ― 

 (3) その他 ― ― ― 

 小計 32 30 △1 

合計 2,165 5,165 2,999 

 

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 
 

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

(百万円) (百万円) (百万円) 

3,705 2,197 ― 
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４ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成19年3月31日) 

 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

 その他有価証券  

  非上場株式 954 

 

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成19年3月31

日) 

 

区分 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

(1) 債券    

    国債・地方債等 ― ― 10 

(2) その他 ― ― ― 

合計 ― ― 10 
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当連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) 

 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成20年3月31日) 
 

区分 種類 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

時価が連結貸借対照表計
上額を超えないもの 

(1) 国債・地方債等 10 10 0 

 (2) 社債 ― ― ― 

 (3) その他 ― ― ― 

合計 10 10 0 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成20年3月31日) 
 

区分 種類 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

(1) 株式 637 1,174 537 

 (2) 債券    

  ① 国債・地方債等 ― ― ― 

  ② 社債 ― ― ― 

  ③ その他 ― ― ― 

 (3) その他 ― ― ― 

 小計 637 1,174 537 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

(1) 株式 220 175 △45 

 (2) 債券    

  ① 国債・地方債等 ― ― ― 

  ② 社債 ― ― ― 

  ③ その他 ― ― ― 

 (3) その他 ― ― ― 

 小計 220 175 △45 

合計 857 1,349 491 

 

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) 
 

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

(百万円) (百万円) (百万円) 

2,659 1,336 ― 
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４ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成20年3月31日) 

 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

 その他有価証券  

  非上場株式 1,381 

 

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成20年3月31

日) 

 

区分 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

(1) 債券    

    国債・地方債等 ― ― 10 

(2) その他 ― ― ― 

合計 ― ― 10 
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石原産業㈱(4028) 平成20年3月期決算短信 

(退職給付関係) 
 

 
１ 採用している退職給付制度の概要 
  当社は、確定給付型の制度として、退職一時金及び適格退職年金制度を設けております。 
  適格退職年金制度は、昭和41年6月に発足し、従業員が満30歳に到達した時点で任意加入することができる制

度としております。 
  富士チタン工業（株）は確定給付型の退職一時金及び適格退職年金制度（昭和57年6月より）を設けておりま

す。 
  その他の連結子会社は確定給付型の退職一時金制度又は退職年金制度を設けております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

 
前連結会計年度 

(平成19年3月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年3月31日) 

イ 退職給付債務 △10,779百万円 △10,585百万円 

ロ 年金資産 602 591 

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △10,177 △9,993 

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 3,470 3,010 

ホ 未認識数理計算上の差異 △52 11 

ヘ 未認識過去勤務債務 95 173 

ト 連結貸借対照表計上額純額 
(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 

△6,664 △6,798 

チ 前払年金費用 31 － 

リ 在外子会社の年金債務調整額（注２） － △103 

ヌ 流動負債 その他（注２） － △7 

ル 退職給付引当金（ト－チ＋リ－ヌ） △6,696 △6,894 

(注)１ 退職給付債務の算定にあたり、国内連結子会社は簡便法を採用しております。 

  ２ 米国会計基準を適用している在外連結子会社において計上されたものであります。 

３ 退職給付費用に関する事項 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

イ 勤務費用(注１) 606百万円 576百万円 

ロ 利息費用 241 246 

ハ 期待運用収益 △9 23 

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 433 459 

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 9 △2 

へ 過去勤務債務の費用処理額 6 12 

ト 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 1,288 1,315 

(注) １ 適格退職年金に対する従業員拠出額を控除しております。 
   ２ 簡便法を採用している国内連結子会社の退職給付費用は「イ 勤務費用」に計上しております。 
 
４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

ロ 割引率 2.5％ 主として2.5％ 

ハ 期待運用収益率 2.5％ 主として2.5％ 

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 
 
 

発生時の従業員の平均残存勤
務期間による定額法により費
用処理しております。 
 

主として発生時の従業員の
平均残存勤務期間による定
額法により費用処理してお
ります。 

ホ 数理計算上の差異の処理年数 発生時の従業員の平均残存勤
務期間による定額法により、
翌連結会計年度から費用処理
しております。 

主として発生時の従業員の
平均残存勤務期間による定
額法により、翌連結会計年
度から費用処理しておりま
す。 

ヘ 会計基準変更時差異の処理年数 15年 主として15年 
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石原産業㈱(4028) 平成20年3月期決算短信 

(１株当たり情報) 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

１株当たり純資産額 118.28円 
 

１株当たり純資産額 121.65円  
 

１株当たり当期純損失 10.54円 
 

１株当たり当期純利益 6.87円  
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

(注) 算定上の基礎 

 

１ １株当たり純資産額 

 
前連結会計年度末 
(平成19年3月31日) 

当連結会計年度末 
(平成20年3月31日) 

純資産の部の合計額 （百万円） 45,692 46,813 

純資産の部の合計額から控除する金額 （百万円） 248 38 

（うち少数株主持分） （百万円） （248） （38） 

普通株式に係る連結会計年度末の純資産額 

 （百万円） 
45,444 46,775 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

普通株式の数 （千株） 
384,221 384,494 

 

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△） （百万円） △3,935 2,642 

普通株主に帰属しない金額    （百万円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失（△）      （百万円） 

△3,935 2,642 

普通株式の期中平均株式数    （千株） 373,189 384,501 

 

 

(重要な後発事象) 

当連結会計年度（自 平成19年4月１日 至 平成20年3月31日） 

 

  当社は、平成20年2月8日開催の取締役会において、平成20年4月1日に連結子会社である石原テクノ株式会社を

石原通商株式会社に商号変更するとともに、会社分割を行い、新設会社として石原テクノ株式会社を設立し、新

設分割後の石原通商株式会社と合併することを決議し、同日合併契約を締結いたしました。 

当社は、合併期日である平成20年4月1日に石原通商株式会社と合併しております。 

なお、当社は会社法第796条第３項に基づく簡易合併の手続により、また、石原通商株式会社は会社法第784条

第１項に基づく略式合併の手続によっております。 
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石原産業㈱(4028) 平成20年3月期決算短信 

（1）結合当事企業の名称 

石原通商株式会社 

（2）事業内容 

不動産賃貸業 

（3）企業結合の法的形式 

石原産業株式会社を存続会社とする吸収合併方式 

（4）結合後企業の名称 

石原産業株式会社 

（5）取引の概要 

不動産賃貸業務を当社に集約し、新設の石原テクノ株式会社は、コア事業である酸化チタン製品・原材料の販売・

流通に係わる商社機能に集中・特化させることにより、経営資源・情報の共有化、機能分担により、当社の中核事業で

ある無機化学事業の競争力強化を図るため、平成20年4月1日付で合併いたしました。 

なお、合併により石原通商株式会社は解散しております。 

（6）実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 最終改正 平成19年11月15日）に基づき、共通支配下

の取引として会計処理を行っております。 

（7）合併比率ならびに合併交付金 

被合併会社である石原通商株式会社は、当社の完全子会社であるため、新株式の発行および合併交付金の支払は

行いません。 

（8）分割後の石原通商株式会社の要約貸借対照表（平成20年4月1日現在） 

                                （単位 百万円） 

区分 金額 区分 金額 

流動資産  14 流動負債 1,543 

固定負債 389 

負債合計 1,933 

固定資産 

 

 

2,673 

純資産合計 753 

資産合計 2,687 負債・純資産合計 2,687 

 

(開示の省略) 

リース取引、デリバティブ取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大

きくないと考えられるため、開示を省略いたします。 
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石原産業㈱(4028) 平成20年3月期決算短信 

５ 個別財務諸表 

(1) 貸借対照表 

（単位：百万円） 

区分 前事業年度 
(平成19年3月31日) 

当事業年度 
(平成20年3月31日) 比較増減 

(資産の部)       

Ⅰ 流動資産       

１ 現金及び預金 36,859  21,798  △15,061  

２ 受取手形                                                                                                                741  648  △93  

３ 売掛金 30,161  29,626  △535  

４ 製品 8,119  9,341  1,222  

５ 原料 4,230  5,508  1,278  

６ 仕掛品 2,508  2,847  339  

７ 貯蔵品 1,166  1,347  181  

８ 短期貸付金 998  1,782  784  

９ 繰延税金資産 7,839  6,719  △1,120  

１０ その他 2,049  2,458  409  

１１ 貸倒引当金 △481  △472  9  

流動資産合計 94,193  81,605  △12,588  

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産       

(1) 建物 13,446  13,062  △384  

(2) 構築物 1,911  2,220  309  

(3) 機械及び装置 17,371  17,678  307  

(4) 車両運搬具 22  19  △3  

(5) 工具器具備品 546  495  △51  

(6) 土地 1,576  4,385  2,809  

(7) 建設仮勘定 2,755  3,035  280  

有形固定資産合計 37,629  40,897  3,268  

２ 無形固定資産       

(1) ソフトウェア 32  29  △3  

(2) 施設利用権等 96  76  △20  

無形固定資産合計 128  105  △23  

３ 投資その他の資産       

(1) 投資有価証券 5,676  2,491  △3,185  

(2) 関係会社株式 23,835  18,851  △4,984  

(3) 長期貸付金 1,645  315  △1,330  

(4) 繰延税金資産 10,515  11,266  751  

(5) その他 907  842  △65  

(6) 貸倒引当金 △83  △53  30  

(7) 投資損失引当金 △3,073  －  3,073  

投資その他の資産合計 39,423  33,713  △5,710  

固定資産合計 77,181  74,716  △2,465  

資産合計 171,375  156,322  △15,053  
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石原産業㈱(4028) 平成20年3月期決算短信 

 

区分 前事業年度 
(平成19年3月31日) 

当事業年度 
(平成20年3月31日) 比較増減 

(負債の部)       

Ⅰ 流動負債       

１ 支払手形 4,286  3,211  △1,075  

２ 買掛金 10,777  11,792  1,015  

３ 短期借入金 24,950  24,650  △300  

４ 一年以内に返済する長期借入金 9,413  9,414  1  

５ 未払金 3,013  2,598  △415  

６ 未払法人税等 57  87  30  

７ 未払費用 4,866  3,786  △1,080  

８ 賞与引当金 378  388  10  

９ 定期修繕引当金 61  176  115  

10 フェロシルト回収損失引当金 16,591  14,019  △2,572  

11 環境安全整備引当金 －  180  180  

12 その他 1,031  1,048  17  

流動負債合計 75,426  71,354  △4,072  

Ⅱ 固定負債       

１  長期借入金 32,624  24,469  △8,155  

２  退職給付引当金 5,655  5,690  35  

３  役員退職慰労引当金 282  －  △282  

４ フェロシルト回収損失引当金 15,266  12,990  △2,276  

５ 環境安全整備引当金 －  400  400  

６ その他 1,292  1,196  △96  

固定負債合計 55,121  44,746  △10,375  

負債合計 130,548  116,101  △14,447  

(純資産の部)       

Ⅰ 株主資本       

１ 資本金 42,028  42,028  －  

２ 資本剰余金       

資本準備金 7,763  7,763  －  

その他資本剰余金 －  637  637  

     資本剰余金合計 7,763  8,400  637  

３ 利益剰余金       

(1) 利益準備金 269  269  －  

(2) その他利益剰余金       

   特別償却準備金 510  425  △85  

   繰越利益剰余金 △11,554  △11,117  437  

   利益剰余金合計 △10,774  △10,422  352  

４ 自己株式 △32  △69  △37  

株主資本合計 38,985  39,938  953  

Ⅱ 評価・換算差額等       

 その他有価証券評価差額金 1,841  283  △1,558  

評価・換算差額等合計 1,841  283  △1,558  

純資産合計 40,827  40,221  △606  

負債純資産合計 171,375  156,322  △15,053  
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石原産業㈱(4028) 平成20年3月期決算短信 

(2) 損益計算書 

（単位：百万円） 

区分  
前事業年度 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年4月 1日 

   至 平成20年3月31日) 
比較増減 

Ⅰ 売上高  82,334    88,708  6,374  

Ⅱ 売上原価  56,127  59,516  3,389  

売上総利益  26,207  29,192  2,985  

Ⅲ 販売費及び一般管理費  15,409  15,677  268  

営業利益  10,797  13,514  2,717  

Ⅳ 営業外収益        

１  受取利息  94  148  54  

２ 受取配当金  239  865  626  

３ 為替差益  331  －  △331  

４ 賃貸収益  71  102  31  

５ その他  65  216  151  

       営業外収益合計  802  1,332  530  

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  1,121  1,758  637  

２ 棚卸資産整理損  196  51  △145  

３ 退職給付費用  426  426  －  

４ 為替差損  －  855  855  

５ その他  464  347  △117  

       営業外費用合計  2,209  3,439  1,230  

経常利益  9,390   11,407  2,017  

Ⅵ 特別利益        

１ 前期損益修正益  －  52  52  

２ 投資有価証券売却益  2,197  1,329  △868  

３ 抱合せ株式消滅差益  －  639  639  

４ その他  23  119  96  

   特別利益合計  2,220  2,141  △79  

Ⅶ 特別損失        

１ 固定資産処分損  235  304  69  

２ 減損損失  1,006  28  △978  

３ 投資有価証券評価損  11  352  341  

４ 関係会社株式評価損  36  2,010  1,974  

５ フェロシルト回収損失 
引当金繰入額  18,907  8,739  △10,168  

６ 投資損失引当金繰入額  294  －  △294  

７ 環境安全整備引当金繰入額  －  580  580  

８ その他  4  50  46  

   特別損失合計  20,493  12,064  △8,429  

税引前当期純利益又は 
税引前当期純損失（△）  △8,882  1,484  10,366  

法人税、住民税及び事業税  18  19  1  

法人税等調整額  △3,784  1,112  4,896  

     当期純利益又は 
   当期純損失（△）  △5,116  352  5,468  
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石原産業㈱(4028) 平成20年3月期決算短信 

(3) 株主資本等変動計算書 

前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)     

      （単位：百万円） 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年3月31日残高 42,028 7,763 0 7,764 

事業年度中の変動額     

 特別償却準備金の積立     

 特別償却準備金の取崩     

 当期純利益     

 自己株式の取得     

 自己株式の処分   △0 △0 
 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

    

事業年度中の変動額合計 － － △0 △0 

平成19年3月31日残高 42,028 7,763 － 7,763 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
特別償却準備金 繰越利益剰余金 

利益剰余金合計 
自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日残高 269 － △5,119 △4,849 △2,809 42,134 

事業年度中の変動額       

 特別償却準備金の積立  600 △600 －  － 

 特別償却準備金の取崩  △90 90 －  － 

 当期純利益   △5,116 △5,116  △5,116 

 自己株式の取得     △26 △26 

 自己株式の処分   △808 △808 2,803 1,994 
 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

      

事業年度中の変動額合計 － 510 △6,434 △5,924 2,776 △3,148 

平成19年3月31日残高 269 510 △11,554 △10,774 △32 38,985 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年3月31日残高 3,017 3,017 45,151 

事業年度中の変動額    

 特別償却準備金の積立   － 

 特別償却準備金の取崩   － 

 当期純利益   △5,116 

 自己株式の取得   △26 

 自己株式の処分   1,994 
 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△1,175 △1,175 △1,175 

事業年度中の変動額合計 △1,175 △1,175 △4,324 

平成19年3月31日残高 1,841 1,841 40,827 
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当事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) 

                                                 （単位：百万円） 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成19年3月31日残高 42,028 7,763 － 7,763 

事業年度中の変動額     

 特別償却準備金の積立     

 特別償却準備金の取崩     

 当期純利益     

 自己株式の取得     

 自己株式の処分     

 合併による変動   637 637 
 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

    

事業年度中の変動額合計 － － 637 637 

平成20年3月31日残高 42,028 7,763 637 8,400 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
特別償却準備金 繰越利益剰余金 

利益剰余金合計 
自己株式 株主資本合計 

平成19年3月31日残高 269 510 △11,554 △10,774 △32 38,985 

事業年度中の変動額       

 特別償却準備金の積立  0 △0 －  － 

 特別償却準備金の取崩  △85 85 －  － 

 当期純利益   352 352  352 

 自己株式の取得     △38 △38 

 自己株式の処分   △0 △0 1 1 

 合併による変動      637 
 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

      

事業年度中の変動額合計 － △85 437 352 △36 952 

平成20年3月31日残高 269 425 △11,117 △10,422 △69 39,938 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年3月31日残高 1,841 1,841 40,827 

事業年度中の変動額    

 特別償却準備金の積立   － 

 特別償却準備金の取崩   － 

 当期純利益   352 

 自己株式の取得   △38 

 自己株式の処分   1 

 合併による変動   637 
 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△1,558 △1,558 △1,558 

事業年度中の変動額合計 △1,558 △1,558 △605 

平成20年3月31日残高 283 283 40,221 
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(4) 重要な会計方針 

 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 満期保有目的の債券…償却原価法 

 

子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法 

 

その他有価証券 

時価のあるもの：決算期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定しております。） 

時価のないもの：移動平均法による原価法 

 

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 時価法 

 

３ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 総平均法による原価法 

 

４ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 

 

定額法 

        

(2) 無形固定資産 定額法 

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内に

おける利用可能期間（5年）に基づく定額法によっており

ます。 

 

５ 引当金の計上基準  

（1）貸倒引当金 

 

 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 

（2）賞与引当金 

 

 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見

込額に基づき計上しております。 

（3）定期修繕引当金 

 

 

 

特定設備に係る定期修繕に要する支出に備えるため、その

支出見込額に基づき、当期末に負担すべき費用を計上してお

ります。 

 

（4）フェロシルト回収損失引当金 

 

 

 

フェロシルトの回収措置における今後の回収及び処分に要

する支出に備えるため、将来の支出見積額を計上しておりま

す。見積額については、その搬出に要する現地工事費、輸送

費及び処分費用等について、施工地域・搬出処分先別に算出

した額を計上しております。 

 

（5）退職給付引当金 

 

 

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。会計

基準変更時差異（6,399百万円）については、15年による按

分額を費用処理しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間

による定額法により費用処理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務

期間による定額法により、翌年度から費用処理しておりま

す。 
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（6）役員退職慰労引当金 

 

 

 

 

 

 

   当社は平成19年6月28日開催の第84回定時株主総会におい

て、役員退職慰労金制度を廃止し、打ち切り支給することを

決議いたしました。これにより、当事業年度において「役員

退職慰労引当金」を全額取り崩し、打ち切り支給額の未払分

については、流動負債及び固定負債の「その他」に表示して

おります。 

 

（7）投資損失引当金 

 

 

 

子会社等への投資にかかる損失に備えるため、当該会社の

財政状態及び回収可能性を勘案して必要額を計上しておりま

す。 

 

（8）環境安全整備引当金 

 

 

 

 

 

 

 

工場内における環境整備及び安全整備に係る費用の支出に

備えるため、その見積額を計上しております。 

（追加情報） 

四日市工場の環境、安全整備を行うための点検を行った結果、

同工場内の整備および不要資産の撤去をするため、当事業年度

において引当金を計上しております。これにより、税引前当期純

利益は580百万円減少しております。 

 

６ 外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基     

  準 

  

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として処理しております。 

７ リース取引の処理方法 

  

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によっております。   

  

８ ヘッジ会計の方法  

（1）ヘッジ会計の方法 

 

 

 

 

主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当

処理の要件を満たしている為替予約は振当処理に、特例処理

の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によ

っております。 

 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

    

ヘッジ手段 
為替予約および金利スワップ取引 

 

ヘッジ対象 

外貨建金銭債権債務、外貨建予定取引および借入金利息 

 

（3）ヘッジ方針 

 

当社の内部規定である「デリバティブ取引管理規定」に基

づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしており

ます。 

 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

    

 

 

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計

とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計

を比較する方法によっております。特例処理によっている金

利スワップについては有効性の評価を省略しております。 

 

９ その他財務諸表作成のための基本となる重要 

な事項   

 

消費税等の会計処理の方法 税抜方式によっております。 
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(6) 個別財務諸表に関する注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成19年3月31日) 

当事業年度 
(平成20年3月31日) 

 １ 有形固定資産の減価償却累計額   97,250百万円 

なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が

含まれております。 

 

 ２ 関係会社に対する債権債務 

売掛金 20,608百万円 

短期貸付金 975    

支払手形 3,728    

買掛金 3,524    

未払金 1,560    

 

３ 担保に供している資産   

 短期借入金11,890百万円、一年以内に返済する

長期借入金3,103百万円、長期借入金7,900百万

円、その他固定負債35百万円については、次の担

保を供しております。 

有形固定資産 32,579百万円

なお、上記のほか現金及び預金80百万円が質権設

定されております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 受取手形割引高              282百万円 

 

 ５ 保証債務                        1,688百万円   

 

６ 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日 

   をもって決済処理しております。 

    なお、当期末日が金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま

す。 

   受取手形                          148百万円 

    支払手形               206百万円 

 

 

 

 

 

１ 有形固定資産の減価償却累計額   99,152百万円 

なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が

含まれております。 

 

２ 関係会社に対する債権債務 

売掛金 19,834百万円 

短期貸付金 1,760    

支払手形 2,681    

買掛金 4,661    

 

 

３ 担保に供している資産 

     短期借入金11,890百万円、一年以内に返済する長

期借入金2,150百万円、長期借入金7,420百万円に

ついては、次の担保を供しております。 

 

有形固定資産 32,905百万円

 

上記のほか、現金及び預金80百万円が質権設定

されており、有価証券74百万円を関係会社の金融

機関等からの借入の担保に供しております。 

また、関係会社の金融機関からの借入に対する

担保及び保証に対する担保として有価証券702百万

円、有形固定資産1,359百万円を供しております

が、当事業年度末現在対応する債務はありませ

ん。 

 

 

４ 受取手形割引高               159百万円 

  

５ 保証債務             1,065百万円 

 

 

 

 

─────― 
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(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
 至 平成19年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

 １ 関係会社との取引高 

売上高 47,117百万円

仕入高 19,449百万円

受取配当金 128百万円

受取利息 40百万円
 

１ 関係会社との取引高 

売上高 47,476百万円 

仕入高 20,451百万円 

受取配当金 793百万円 

受取利息 24百万円 
 

 ２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額は5,948百万円であります。 

 

２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額は6,025百万円であります。 

 

３ 減損損失 

当社は、以下の資産グループについて減損損失

を計上しております。 

場所 用途 種類 減損損失 

四日市工場 
（三重県四日市
市） 

遊休資産 
構築物及び
機械装置等 

1,006 百万円
 

減損損失の内訳は、建物及び構築物 65百万円、機
械装置及び運搬具 424百万円、その他 0百万円及び
撤去費用515百万円であります。 

 

（経緯及びグルーピングの方法） 

当社は、減損損失の算定に当たり、事業及び製

造工程の関連性により資産のグルーピングを行っ

ておりますが、賃貸不動産や将来の使用が廃止さ

れた遊休資産など、独立したキャッシュ・フロー

を生み出すと認められるものは個別の資産グルー

プとしています。また、本社、研究開発施設及び

厚生施設等、特定の事業との関連が明確でない資

産については、共用資産としています。 

当社は、平成17年6月に完工させた石炭ボイラー

の稼動によりエネルギーコストの削減を実現し、

平成18年10月度にて同設備の定期修繕を終えるな

ど安定操業に至る一連の技術的諸元を確立したこ

とから、予備機として稼動休止中の重油ボイラー

設備等の使用を廃止することを決定しましたの

で、遊休資産として認識し、正味売却価額により

回収可能価額を測定し減損損失を特別損失に計上

しております。 

 

 

 



ファイル名：P46-P47_個別損益計算書注記＆変動計算書注記.doc 最終印刷日時：5/14/2008 6:34:00 PM 
 

― 47 ― 

石原産業㈱(4028) 平成20年3月期決算短信 

(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(千株） 11,995 157 12,013 139 
 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加        157千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

  当社保有株式売却             12,000千株 

 単元未満株主からの売渡請求による処分     13千株 

 

当事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日） 

  自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(千株） 139 177 6 310 
 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加        177千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株主からの売渡請求による処分      6千株 

 

 

２ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

３ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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(有価証券関係) 

該当事項はありません。 

 

 

(税効果会計関係) 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
前事業年度 

(平成19年3月31日) 
当事業年度 

(平成20年3月31日) 

（繰延税金資産） 

 繰越欠損金 2,030百万円

 関係会社株式評価損 3,584   

 退職給付引当金 2,267   

 貸倒引当金 226   

 投資損失引当金 1,232   

 未払費用等 462   

 賞与引当金 151   

 フェロシルト回収損失引当金 12,774   

 その他 1,715   

  繰延税金資産小計 24,446   

  評価性引当額 △4,868   

  繰延税金資産合計 19,577   

（繰延税金負債） 

 その他有価証券評価差額金 △881   

 特別償却準備金 △341   

  繰延税金負債合計 △1,222   

  繰延税金資産の純額 18,355   
 

（繰延税金資産） 

 繰越欠損金 3,262百万円

  関係会社株式評価損 5,363   

 退職給付引当金 2,281   

 貸倒引当金 211   

 投資有価証券評価損 100   

 未払費用等 328   

 賞与引当金 155   

 フェロシルト回収損失引当金 10,830   

 その他 1,760   

  繰延税金資産小計 24,294   

  評価性引当額 △5,876   

  繰延税金資産合計 18,418   

（繰延税金負債） 

 その他有価証券評価差額金 △147   

 特別償却準備金 △284   

  繰延税金負債合計 △431   

  繰延税金資産の純額 17,986   
 

 

 

(企業結合等関係) 

  連結財務諸表の注記（企業結合等関係）をご覧ください。 
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石原産業㈱(4028) 平成20年3月期決算短信

(１株当たり情報) 

 

前事業年度 
(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

１株当たり純資産額           106.26円
 

１株当たり純資産額 103.79円
 

１株当たり当期純損失            13.71円
 

１株当たり当期純利益 0.91円
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

（注）算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前事業年度 

(平成19年3月31日) 
当事業年度 

(平成20年3月31日) 

純資産の部の合計額 （百万円） 40,827 40,221 

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） ― ― 

普通株式に係る事業年度末の純資産額（百万円） 40,827 40,221 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数 （千株） 

384,221 387,529 

 

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失 

 
前事業年度 

(自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△） （百万円） △5,116 352 

普通株主に帰属しない金額    （百万円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失（△）      （百万円） 

△5,116 352 

普通株式の期中平均株式数    （千株） 373,221 387,069 

 

 

(重要な後発事象) 

連結財務諸表の注記（重要な後発事象）をご覧ください。 

 

(開示の省略) 

リース取引、デリバティブ取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大

きくないと考えられるため、開示を省略いたします。 

 



役 員 の 異 動 
（平成 20年 6月 27 日付） 

 
 （１）新任取締役候補者 

   ・新
あらた

  道
みち

 義
よし

  〔現 常務執行役員 経営企画管理本部長 兼 管理部長〕 

                 
 （２）退任予定取締役 

   ・小
こ

 深
ふか

 田
だ

 裕
ゆたか

  〔現 常務取締役 バイオサイエンス営業本部長（特命担当）〕 

       石原バイオサイエンス㈱取締役社長に専任 
 

   ・炭
すみ

 野
の

 泰
やす

 男
お

 〔現 取締役 特命担当（IR）〕 

 

   ・太
おお

 田
た

 治
はる

 男
お

 〔現 取締役 特命担当〕 

               顧問に就任予定 
 
 （３）補欠監査役候補者 

   ・眞
ま

 野
の

   新
あらた

 〔現 税理士〕 

 
 

以 上  
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